
平成１9年札幌支部秋季高校バドミントン大会　団体戦及び個人戦結果
兼　平成１９年北海道高等学校選抜バドミントン大会南北海道予選会

１位 札幌第一 １位 とわの森三愛
２位 札幌龍谷 ２位 札幌北斗
３位 札幌北斗 ３位 札幌静修
４位 北海 ４位 札幌龍谷
５位 札幌南 ５位 北広島
６位 札幌西陵 ６位 札幌西陵

推薦 駒井　亜星・中川　雄介 (第一) 推薦 平池　淳希 (第一)
中村　隆志・諏訪内　翔大 (第一) 中村　隆志 (第一)
平池　淳希・小場　裕大 (第一) 諏訪内　翔大 (第一)
酒田　恭輔・高橋　康之 (龍谷) 小場　裕大 (第一)
萬年　朋人・館岡　祥太 (龍谷) 中川　雄介 (第一)

佐久間　浩平 (第一)

１位 尾野　拓郎・佐久間　浩平 (第一) １位 尾野　拓郎 (第一)
２位 銅　大雅・遠藤　祐太 (第一) ２位 遠藤　祐太 (第一)
３位 小野　拓也・廣坂　貴史 (龍谷) 　 ３位 小野　拓也 (龍谷)
４位 吉谷　優介・市川　達也 （北斗） ４位 駒井　亜星 (第一)
５位 小松　優太・佐藤　幸平 （西陵） ５位 小松　優太 （西陵）
６位 永井　朋文・石谷　卓也 （新川） ６位 渡辺　成 (第一)
７位 大石　亮太・稲垣　達也 （新川） ７位 銅　大雅 (第一)
８位 堺　俊也・葛西　優希 （藻岩） ８位 和田　智志 （南）
１６位 桂下・鷲野 （平岸） １６位 岩野 (龍谷)
１６位 本間・長谷川 （恵北） １６位 伊東 （北海）
１６位 田中・原口 （東） １６位 鷹野 （藻岩）
１６位 安井・渡辺 （第一） １６位 永井 （新川）
１６位 末永・谷内 （西陵） １６位 山本 （西陵）
１６位 岩佐・和田 （南） １６位 梅村 （北海）
１６位 田川・安田 （西陵） １６位 石谷 （新川）
１６位 田邊・大野 （北広島） １６位 吉谷 （北斗）
32位 斉藤・宮川 (龍谷) 32位 入江 （新川）
32位 山本・山際 （西陵） 32位 葛西 （藻岩）
32位 野崎・林崎 （丘珠） 32位 丹治 （狩南）
32位 切石・佐々木 （新川） 32位 酒田 (龍谷)
32位 浦上・前田 （北海） 32位 切石 （新川）
32位 斉藤・片山 （北斗） 32位 原口 （東）
32位 香月・渡辺 （南） 32位 椎名 （篠路）
32位 鷹野・山崎 （藻岩） 32位 市川 （北斗）
32位 岩本・阿部 （江別） 32位 村井 （西）
32位 室井・岩野 (龍谷) 32位 稲垣 （新川）
32位 伊東・梅村 （北海） 32位 山崎 （藻岩）
32位 長内・松尾 （清田） 32位 田邊 （北広島）
32位 西出・和泉 （月寒） 32位 石本 （月寒）
32位 相内・鷹巣 （光星） 32位 荒谷 （北広西)
32位 小田島・山本 （厚別） 32位 立島 （篠路）
32位 椎名・立島 （篠路） 32位 谷内 （西陵）
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【男子団体】 【女子団体】

【男子ダブルス】 【男子シングルス】



推薦 中川　まどか・本間　美穂 (とわの森) 推薦 本間　美穂 (とわの森)
竹内　一葉・蔵重　志帆 (とわの森) 中川　まどか (とわの森)
阿部　嘉織・澁木　明奈 (北斗) 福岡　かおり (とわの森)
松尾　薫乃・鐙　沙姫 (とわの森) 阿部　嘉織 (北斗)
種市　汐莉・高島　美咲 (とわの森)

１位 坂本　唯香・佐々木　希笑 (静修) １位 佐々木　希笑 (静修)
２位 清﨑　玖留実・鶴田　莉里 (北斗) ２位 加賀　由依 (静修)
３位 大野  成美・鶴岡  沙季 (西陵) ３位 種市　汐莉 (とわの森)
４位 奥村　杏菜・加賀　由依 (静修) ４位 竹内　一葉 (とわの森)
５位 小島　真理奈・福岡　かおり(とわの森) ５位 小島　真理奈 (とわの森)
６位 笠井　尚美・渡辺　祐子 (とわの森) ６位 清﨑　玖留実 (北斗)
７位 木村　奈津美・林　真美 （北広島） ７位 住友　彩花 (とわの森)
８位 石川　智怜・越坂　美紀 (龍谷) ８位 渡辺　祐子 (とわの森)
１６位 辻本・今野 （月寒） １６位 辻本 （月寒）
１６位 住友・新村 (とわの森) １６位 鶴田 (北斗)
１６位 加賀谷・柗田 (静修) １６位 笠井 (とわの森)
１６位 井島・嵐 (北斗) １６位 澁木 (北斗)
１６位 佐藤・番 (真栄) １６位 鶴岡 （西陵）
１６位 三浦・益田 (国情) １６位 松尾 (とわの森)
１６位 永井・渡部 (西陵) １６位 柗田 (静修)
１６位 上田・佐藤 (清田) １６位 辻石 (北斗)
32位 滝見・林 (狩南) 32位 工藤奈 (龍谷)
32位 遠藤・梅佐古 (西陵) 32位 長内 (北斗)
32位 木野・今野 （北広西) 32位 高島 (とわの森)
32位 手嶋・黒川 （東商） 32位 奥村 (静修)
32位 宮川・大崎 (丘珠) 32位 加賀谷 (静修)
32位 木下・工藤奈 (龍谷) 32位 澤口 (東)
32位 井島・嵐 （北斗） 32位 鐙 (とわの森)
32位 数井・小林 （北広) 32位 大野 (西陵)
32位 行徳・工藤あ (龍谷) 32位 蔵重 (とわの森)
32位 笹田・山田 （東商） 32位 上田 (清田)
32位 佐々木知・佐々木唯 （日大） 32位 坂本 (静修)
32位 七崎・長谷川 (北斗) 32位 今野 （月寒）
32位 長内・雲藤 (北斗) 32位 大崎 （丘珠）
32位 沢崎・江成 （北広西） 32位 新村 (とわの森)
32位 小野塚・川端 （新川） 32位 益田 (国情)
32位 佐藤は・佐藤あ （月寒） 32位 加賀 (静修)

【女子ダブルス】 【女子シングルス】


